
　
名護地区 久志地区 羽地地区

行政区名 施設名 標高(m) 行政区名 施設名 標高(m) 行政区名 施設名 標高(m)

喜瀬 喜瀬公民館 1.9 久志 久志公民館 4.1 源河公民館 3.8

幸喜公民館 3.4 豊原公民館 51.0 源河小学校 1.9

瀬喜田小学校 3.8 久辺小学校 44.7 稲嶺 稲嶺公民館 9.2

許田公民館 2.6 久辺中学校 49.1 真喜屋公民館 11.2

「道の駅」許田 6.6 辺野古公民館 4.2 真喜屋小学校 9.4

数久田公民館 4.3 久志保育所 50.2 銀のすず保育園 2.8

滝の子保育園 3.4 二見 二見公民館 5.5 仲尾次公民館 7.5

世冨慶 世冨慶公民館 3.6 大浦 大浦公民館 2.5 羽地地区センター 16.1

東江公民館 3.4 大川 大川公民館 8.3 羽地中学校 14.0

名護市消防本部 3.1 瀬嵩公民館 3.2 川上公民館 18.2

東江小学校 4.1 久志支所 3.2 羽地ダム地域防災センター 74.1

名護博物館 3.8 久志小学校跡地 2.5 親川 親川公民館 18.9

東江保育園 3.0 瀬嵩保育所 3.2 田井等公民館 12.3

あすなろ東保育園 12.2 汀間公民館 3.4 羽地小学校 8.7

あすなろ東第2保育園 12.2 小中一貫教育校「緑風学園」 3.5 羽地保育所 9.2

城公民館 3.1 三原公民館 3.9 振慶名 振慶名公民館 10.6

名護市営市場 2.4 三原小学校跡地 2.3 山田 山田公民館 16.7

港公民館 3.1 安部 安部公民館 4.0 仲尾 仲尾公民館 2.6

名護市役所 3.7 嘉陽公民館 5.6 伊差川公民館 20.8

名護市民会館 4.1 嘉陽小学校跡地 5.4 伊差川保育園 26.7

名護市児童センター 3.3 底仁屋 底仁屋公民館 60.1 内原 内原公民館 10.6

旧大東公民館 3.8 天仁屋公民館 37.4 古我知 古我知公民館 8.7

東江中学校 6.9 天仁屋小学校跡地 58.2 我部祖河公民館 3.6

あすなろ保育園 10.0 稲田小学校 4.6

名護青少年の家 137.6 屋部地区 呉我 呉我公民館 2.9

大中公民館 4.6 行政区名 施設名 標高(m)

名護市産業支援センター 3.6 屋部公民館 2.6 屋我地地区

中央保育所 12.6 屋部支所 2.2 行政区名 施設名 標高(m)

あい保育園 30.4 屋部小学校 2.0 饒平名公民館 6.0

大西公民館 13.9 屋部中学校 2.1 屋我地支所　　　　　　　　　　　　39.0

名護小学校 8.0 やまびこ保育園 4.0 屋我地小学校 2.2

名護中学校 4.8 まなびの保育園 4.7 屋我地中学校 1.9

名護高校 14.1 宇茂佐公民館 4.1 我部 我部公民館 7.4

夢が丘保育園 11.3 環境センター 60.5 運天原 運天原公民館 2.5

海青保育園 21.0 北部農林高校 5.8 済井出公民館 3.0

うみのほし幼稚園 15.9 名護特別支援学校 8.9 聖ルカ保育園 2.5

大南 大南公民館 3.9 名護療育園 34.0 屋我 屋我公民館 4.0

大北公民館 35.9 うむさ保育園 6.4

大北小学校 20.9 星のしずく保育園 4.5

名護商工高校 19.5 太陽の子保育園 5.0

すだつ保育園 13.2 中山公民館 49.2

しらかば保育園 18.0 屋部小学校中山分校 63.8

宮里公民館 4.1 旭川公民館 19.6

中央図書館 13.4 三育中学校 152.6

大宮小学校 9.4 勝山 勝山公民館 91.2

大宮中学校 6.1 山入端 山入端公民館 3.6

名護厚生園 10.5 安和公民館 3.1

北里保育所 8.5 安和小学校 2.5

実りの里保育園 4.2

為又公民館 8.0

名桜大学 91.9

いとし子保育園 4.3

名護栄光幼稚園 20.5
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　名護市は、津波対策の基礎調査として、GPS

測量（全地球測位システム）により公共施設等

の標高調査を行いました。

　避難する際の参考資料としてご活用くださ

い。

　今後も名護市は、標高について調査を行い、

地域と連携して避難経路の作成を検討しま

す。

　　問い合わせ先：　名護市総務部総務課

　　電話番号：　５３－１２１２（内線208）

※名護市コミュニティ施設の名称は、○○公
民館と記載しました。
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